
 1 

市民・職員向けアンケート調査について 

1. アンケート調査概要 

 目的 

「第 3 期鳥取市環境基本計画」の策定にあたり、市民及び職員の環境に対する意識や、環

境保全の取組状況等を把握することを目的として、アンケート調査を実施する。 

なお、今回はアンケート調査の補完調査として、大学生を対象としたワークショップと事

業者の意見を把握するためのヒアリングを実施する。（資料 5-2、資料 5-3 参照。） 

 

 調査項目 

調査項目は、環境の各分野についての満足度及び行政に対するニーズ、生活等における環

境行動認識度等を把握するための内容を整理し、既存の統計データにおける実数値だけでは

わからない市民実感を把握することで、計画策定の際の参考とする。 

表 アンケートの実施概要 

 市民 職員 

調 査 対 象 市内在住の男女（2,500 人） 鳥取市役所全職員（約 1,300 人） 

抽 出 方 法 20 歳以上の市民から無作為抽出 － 

調 査 方 法 郵送による配布･回収 庁内システムによる回答 

調 査 項 目 

〇環境行動 

〇環境問題に対する認識 

〇施策の満足度・優先度 

〇鳥取市の環境の満足度・優先度 

〇これからの市の取組み 

〇ご意見・ご要望など 

〇省エネルギーに対する行動 

〇減量化に対する行動 

〇再生利用に対する行動 

〇第 3期鳥取市地球温暖化対策実行計

画（事務事業編）に対する認識 

実 施 時 期 令和元年 9 月 14 日～10 月 4 日 令和元年 9 月 14 日～10 月 8 日 

送 付 資 料 調査票（依頼文併記） なし（庁内システムにて各職員が回答） 

 

2. アンケート調査の回答状況（11/25 時点） 

 

対象 回答数 回収率 前回回収率 

市民 752 30.1％（752/2,500） 32.6％（815/2,500） 

職員 706 54.3％（706/1,300） 42.6％（592/1,389） 

 

3. アンケート調査結果概要 

市民・職員のアンケート集計結果（単純集計）を次頁以降に示す。なお、前回アンケートと

比較するために、本調査における「無回答」及び「無回答」に属する回答（「わからない」、「よ

くわからない」等）については、含んだ回答者数を分母として集計を行った。 

 なお、アンケート結果の詳細データについては、参考資料 3 で示す。 
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3.1 市民アンケート調査結果 

 属性（参考資料 3 P1～2 参照） 

【結果】 ・性別については、女性が約 54％、男性が約 43％と、女性の割合が多い。 

・年齢については、20 代が約 6％、30 代が約 11％と、若者世代の割合が少ない。

また、40 代～60 代の中間世代が全体の約 65％を占めており、70 代以上の高

齢世代が全体の約 16％を占めている。 

・居住地区については、鳥取地域（合併前の鳥取市の区域）が約 74％と、多く

を占めている。 

・家族形態については、2 世代（親と子）が概ね半数を占めている。 

・現在の職業については、会社員・団体職員が約 30％と最も多く占めている。 

 

 環境行動について 

【結果】 ＜①身近な自然に関する取組み＞（参考資料 3 P4 参照） 

・「希少動植物の捕獲や採取をしない、外来種の魚や動物を放さないようにして

いる」に多くの市民が取り組んでいる。 

・一方で、生ごみの堆肥化・有機肥料の使用を行っている市民は少なく、「今後

も難しい」と回答した市民が 50％程度と大きな割合を占めている。 

＜②環境への負荷を減らすための取組み＞（参考資料 3 P5 参照） 

・エコドライブなどにおける省エネ、生活排水による水質汚濁の低減、ごみの分

別の徹底など、身の回りでできる環境活動に多くの市民が取り組んでいる。 

・一方で、自転車・公共交通の利用、生ごみ処理機の利用、廃食用油のリサイク

ルを「いつもしている」と回答した市民は 20％未満と少ない。自転車・公共

交通の利用、廃食用油のリサイクルについては、「今後も難しい」と回答した

市民が 50％程度と大きな割合を占めている。 

＜③健康で安全な暮らしのための取組み＞（参考資料 3 P6 参照） 

・住民が健康で安全な暮らしが営めるような行動は多くの市民が実施している。 

＜④地球環境を守る取組み＞（参考資料 3P7 参照） 

・家電製品の使用などにおける省エネ省電力型の家電の購入など、身の回りでで

きるエコ活動に多くの市民が取り組んでいる。 

・一方で、環境家計簿を実施している（「いつもしている」、「時々している」と

回答した）市民は 10％未満と少なく、「今後も難しい」と回答した市民が約

67％と大きな割合を占めている。 

＜⑤環境学習・環境教育を推進する取組み＞（参考資料 3 P8 参照） 

・地域の自然や歴史文化に親しみ、大切にしている市民が多い。 

・一方で、環境講演会や自然観察会などの学習・教育に参加・協力を実施してい

る（「いつもしている」、「時々している」と回答した）市民は 20％未満と少な

く、「今後も難しい」と回答した市民が約 40％と大きな割合を占めている。 

＜⑥地域の協力に関する取組み＞（参考資料 3 P8 参照） 

・約 70％の市民が環境活動に参加・協力している。 



 3 

【考察】 ・市民が面倒と感じている取組意欲を向上させる工夫や、取組による環境改善効

果が高い活動への積極的な取組を促進するための啓発が必要と考えられる。 

・自転車や公共交通（バス・鉄道）利用が低いことから、公共地域住民にとって

自転車利用や公共交通の利便性を高める必要がある。 

・環境に関して学び、体験する機会に積極的に参加することが必要である。 

 

 家庭における機器類の導入状況（参考資料 3 P9 参照） 

【結果】 ・LED照明を導入している市民の割合が約 63％と高いほか、省エネ型エアコン

（約 58％）、省エネ型冷蔵庫（約 47％）も利用している市民が多い。また、住

宅の断熱化（約 27％）を利用している市民も比較的多い。再生可能エネルギ

ー設備については、太陽光発電システム（約 8％）、太陽熱温水器（約 10％）

以外はほぼ導入されていない。 

【考察】 ・費用のかかる再生可能エネルギー設備等の導入はあまり進んでいないため、設

備の普及策の検討と実施によって、導入を加速させていくことが必要である。 

 

 環境問題に対する認識について（参考資料 3 P11～14 参照） 

【結果】 ・市民の現在関心がある環境問題は、「温暖化等の地球規模の環境問題」が約76％

と最も多く、次いで「森林・池沼・川などの自然環境の悪化」（約 62％）、「生

活排水、生活ごみなどの私たち自身の生活から発生する問題」（約 46％）とな

っている。 

・市民の環境に関して知りたい情報は、「市内の環境の現状」が約 45％と最も多

く、次いで「市の実施する環境に関する施策」（約 44％）、「環境に関する一般

的な知識や社会動向」（約 40％）となっている。 

・市民の環境に関する情報源は、「とっとり市報」が約 80％と最も多く、次いで

「新聞」（約 52％）、「テレビ」（約 48％）となっている。 

【考察】 ・今後の地球温暖化対策などの環境施策において、世界的な取組と協調し、地球

レベルに視野を広げて環境問題に取り組んでいくことが必要とされており、市

民の関心も高いため、環境に関する市民の意識レベルを向上させ、市民一人ひ

とりによる取組の実践と市の施策の効果的な実施につなげていく必要がある

と考えられる。 

・「鳥取市の環境（環境白書）」（約 2％）といった環境に特化した情報源を活用

している市民の割合が限られることなどから、環境に関する情報発信や情報提

供の手法を工夫し、効果的な啓発を行っていくことが必要と考えられる。 

・市の広報誌を情報源とする市民が多いことから、広報を通じて環境に関する情

報発信を行うことで、啓発の効果を高めることができると考えられる。 
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 市内の好きな・誇りに思う環境、改善したい環境（参考資料 3 P15 参照） 

【結果】 ・山陰海岸等の「海・海岸」、「鳥取砂丘」、「山・緑」といった市の自然資源を大

切と感じている市民が多い。 

・一方、雑草・雑木林、ごみの分別やごみのポイ捨て、といったまちの景観に関

連するところに改善を求めている市民が多い 

【考察】 ・豊かな自然資源の保全に努めながら、皆が住みやすく感じるような環境をつく

ることが望まれている。 

 

 施策の満足度・優先度について（参考資料 3 P24 参照） 

【結果】 ・優先度が高く、満足度も高い項目は、「水(川や海を含む)のきれいさの保全」や

「きれいな空気と静かな環境の確保」等といった生活環境の項目が中心となっ

ている。 

・優先度が高いものの、満足度が低い項目は、「不法投棄の防止」、「災害対策の

推進」、「地球温暖化防止への対策」、「バリアフリー化の推進」、「ごみの減量化・

再資源化」、「CO2を吸収する森林や緑地の保全」となっている。 

【考察】 ・不法投棄については、継続して改善に取り組む必要がある他、地球温暖化防止

やみどりの創出など、市民が安全かつ快適に暮らすことができる環境づくりに

取り組んでいくことが望まれている。 

 

 身の回りの環境の満足度・優先度について（参考資料 3 P27 参照） 

【結果】 ・優先度が高く、満足度も高い項目は、「空気のさわやかさ、きれいさ」や「に

おい（悪臭がしないこと）」等といった生活環境の項目が中心となっている。 

・優先度が高いものの、満足度が低い項目は、「電車やバスの利用のしやすさ」、

「放置自転車やポイ捨てのないきれいなまち」、「リサイクルのしやすさ（資源

回収の場の充実）」、「ごみ出しマナーの徹底」となっている。 

【考察】 ・ポイ捨てや放置自転車については、継続して改善に取り組む必要がある他、公

共交通機関や資源回収の場の充実が望まれている。 

 

 これからの市の取組みについて（参考資料 3 P28～30 参照） 

【結果】 ・市の再生可能エネルギーに関する施策で取り組むべき内容について、「導入促

進のための制度の整備、拡充」が約 31％と最も多くなっている。 

・市の自然環境保全に関する施策で取り組むべき内容について、「緑化のための

制度の整備、拡充」が約 39％と最も多くなっている。 

・市のごみのポイ捨て対策で取り組むべき内容について、「条例による規制の啓

発」が約 36％と最も多くなっている。 

【考察】 ・市の取組として、制度や条例に基づく対策が求められている。 
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3.2 職員アンケート調査結果 

 属性（参考資料 3 P31 参照） 

【結果】 ・性別については、女性が約 36％、男性が約 64％と、男性の割合が多い。 

・年齢については、40 代～60 代の中間世代が全体の約 64％を占めている。 

 

 省エネルギーに対する行動について（参考資料 3 P32～39 参照） 

【結果】 ・空調や照明器具、給湯・冷蔵庫等の電化製品の使用などにおける省エネ、エコ

ドライブ、両面コピーや必要部数の印刷、裏面利用などによるごみの減量など、

身の回りでできるエコ活動に多くの職員が取り組んでいる。 

・一方で、ノーマイカーデーの実施に取り組んでいる職員が比較的少ない。 

【考察】 ・職員が面倒と感じているエコ活動への取組意欲を向上させる工夫や、取組によ

る環境改善効果が高いエコ活動への積極的な取組を促進するための啓発が必

要と考えられる。 

 

 温室効果ガスの削減の効果的な方法について（参考資料 3 P40 参照） 

【結果】 ・省エネの推進方法と業務効率化に関する意見が多く寄せられた。 

【考察】 ・今後の事務・事業に伴い排出される温室効果ガスの削減の方向性を確かなもの

にするための意見の集約を引き続き図る必要がある。 

 

 第３期鳥取市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の認知度について（参考資料 3 P41 参照） 

【結果】 ・鳥取市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）について、内容を知っている職

員は約 13％にとどまり、内容はよく知らないが聞いたことがある市民が約

61%、聞いたことがない市民が約 23％という結果となった。 

【考察】 ・市の環境や環境分野に関する課題などへの関心が低いことがうかがえるため、

職員にとってわかりやすい計画づくりや、効果的な啓発を行っていくことが必

要である。 

 

 

 


